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会員登録等事務手続きについて

公益財団法人全日本スキー連盟では、会員登録者数の増加と会員登録事務の効率化を目的とし、2019年

８月から新会員登録システムに移行することとなりました。これに伴い従来の紙ベースの会員登録事務手

続きや各資格の管理及び大会や研修会の参加申し込みなどが電算化処理されます。特に留意していただく

事項をまとめましたので、登録手続きの円滑な事務処理にご協力をお願いします。

■従来の手続きとの変更点

・競技者登録者のスキー補償がシクミネトより申込可能となりました。

・紙ベースの登録用紙は廃止され、Ｗｅｂによる入力方法になります。

・各クラブの責任者（以後「事務担当者」という。）の皆さんはインターネットに接続したパソコン等に

より事務処理をしていただくこととなります。（インターネット環境がない方は県連事務所にて行うこ

とも可能です。）

・本連盟ではクラブの事務担当者が各々のクラブ内会員の登録手続きを行っていただきます。

・未成年ドーピング同意書や会員継続登録期間外移籍の申請など一部の事務処理は従来通り紙ベースで

行うものもあります。

・登録料の支払いは各クラブからＳＡＪ支払分とＳＡＯ支払分に分けて手続きを行います。

・登録事務処理の変更に関する詳細は次のとおりです。

No. 項 目 変更の有無 補足事項

1 会員登録等のスケジュールと申し込み方法について

2 会員登録表の記入方法 Ｗｅｂにて入力

3 岡山県チーム名称 チームコード変更

4 SAJ 競技登録者のための選手宣誓書 成年はＷｅｂにて入力

未成年はデータをアップロード

5 FIS 競技登録者のための選手宣誓書 成年はＷｅｂにて入力

未成年はデータをアップロード

6 未成年ドーピング同意書 データをアップロード

7 会員登録証再発行願い

8 スキー補償制度 変更 競技者もWebにて申す込み可能

9 会員継続登録期間外移籍の申請書 変更 書式変更

10 資格返上届 変更 書式変更

11 所属団体加入・変更・退会の申請書 変更 書式変更

12 各種公認・登録料金一覧

13 ＳＡＯ競技者ポイント登録申込書 ＳＡＯ

14 送金明細書（soumu1） 変更 ＳＡＯ 書式変更

15 加盟団体代表者記入票 ＳＡＯ

16 加盟申請書 ＳＡＯ

17 大会役員派遣、加盟団体選手報告書 ＳＡＯ

■登録におけるＦＡＱ

・バックカントリーはスキー補償制度の補償対象となりません。テレマークスキーはスキー補償制度の

スキー補償に該当します。
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・指導員は補償制度（有資格者）の加入は必須ではありませんが、加入されることを推奨します。

・競技登録者が加入できる補償制度はスキー競技選手の区分及び有資格者（パトロール）となります。

指導員資格を保有していても有資格者の補償制度には加入できません。

・インストラクターの補償制度は指導活動により個人が収入を得る場合が該当します。

・２種目の競技登録を行う場合はそれぞれのチームコードとチーム名称を記入してください。

・ふるさと登録についてはＳＡＯホームページに掲載しています。

・会員登録を完了した後に所属団体の移籍を行う場合は、会員継続期間外移籍申請書にて手続きが必要

ですが、会員登録前であれば新規移籍会員登録表にて手続きが可能です。（有資格者を含む）

・過去にＳＡＪ競技者登録をしていた方の情報をＳＡＪバイオグラフィーから削除したい場合は、理由

が必要となりますのでＳＡＯに相談してください。

・ＳＡＪ選手宣誓書は、会員継続が途絶えて再登録した場合には必要となります。

■特に留意していただきたい事項（よくある事例から）

・毎年、本人の意志に合っていない登録手続きによりトラブルが発生しています。事務担当者の方は必

ず本人の意向を確認の上、適切に登録事務を行ってください。

・競技者の宣誓書は競技種目ごとに必要です。よって２種目に登録をする場合は２枚（競技者番号が異

なる）必要となります。

・未成年ドーピング同意書については一度提出された方は１８歳になるまで提出は不要です。

・有資格者は旗門員も含めて補償制度（一般区分）には加入できません。

・岡山県指導員会の会費（１０００円／人）やバッジテストの開催申請書などを県連事務所に送付され

る場合があります。要項に記載された送り先に送ってください。

・移籍者を登録する場合、パトや指導者など資格の登録漏れのないようにしてください。資格が抹消さ

れてしまいます。

・昨年度暫定会員を登録された方は新規会員登録となります。その際、暫定会員番号を記入してくださ

い。登録料は正会員と同じです。

・全ての振込手数料は各クラブで負担してください。

・小学生のＳＡＪ公認大会への出場はＳＡＪ競技者登録への登録が必要です。（ＳＡＯ競技者ポイント登

録は必須ではありません）

・１１／１以後はＳＡＯ競技者ポイント登録料が高くなりますので必ず確認してください。

・ＳＡＯ競技者ポイント登録でスノーボードを登録することはできますが、現在のところＳＡＯではポ

イント対象となる大会がありません。

・ＳＡＪ・ＦＩＳ競技者の登録をする場合はＳＡＯ８月２９日以降受付分は競技者登録料が高くなりま

すので必ず確認してください。

・会員登録処理後、送金明細表（ｓｏｕｍｕ１）を必ずＳＡＯあて送付してください（メール添付可）

・競技登録変更手続きはＳＡＪデータバンクサイトにて可能です。（様式はありません）

■会員登録サイト

（１）全般

・専門学校生の会員区分は「一般」となります。
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・小学生以下の会員区分は「小学生」となります。

・高等専門学校（高専）の会員区分は「高校」ではなく「一般」となります。

・大学院生の会員区分は「一般」となります。

・会員登録手続きでは退会のカテゴリがないため、継続（承認）しなければ６月末で自動的に抹消（退

会）されます。

・一度会員登録を失念すると再び会員登録をしても登録番号等の過去の登録情報は復活できません。

・移籍の場合は、移籍先の所属団体で移籍登録を行い、移籍元では継続手続を行いません。移籍元の所

属は自動的に退会扱いとなります。

・資格を返上する場合、会員継続登録表には個々の資格の表記がないため、スキー正指導員と SB指導

員など同一カテゴリ内に複数の資格を有する場合は、各種資格のカテゴリを継続処理しない場合は全

ての資格が抹消されます。そのため個々の資格を返上する場合は資格返上届を提出します。また、ス

キー指導員、スキー準指導員資格を返上する場合は、検定員資格も返上することになりますので記載

漏れのないようにしてください。（資格返上届を提出する場合は、一旦本年度の資格継続をした上でＳ

ＡＯあてに提出してください（提出期限はありません））

・シーズン中の大会出場、検定受検など各行事への手続に遺漏なきよう、早めの手続きをお願いします。

（２）事前競技者登録済会員について

・ＦＩＳNo.1ポイントリストへ掲載するために事前に仮登録した者の事前登録済会員の情報が掲載され

ています。

・サマーシーズンの大会に参加する場合も登録が必要です。

・情報の変更、修正がある場合は４月３０日までに「変更届」を提出してください。

・資格の削除がある場合は本年度の資格継続をした上で「資格返上届」を提出してください

・スキー競技選手の補償制度への加入は、補償区分⑦と⑧が対象となります。補償制度のパンフレット

に添付の加入申込票で直接申し込んでください。（ＳＡＯを経由する必要はありません）

（３）継続会員登録について

・昨年度の登録情報が掲載されています。

・ＳＡＪ及びＦＩＳの競技者登録の新規登録、会員登録の継続、補償制度の加入、登録情報の変更・修

正ができます。

・会員登録後にシステムで補償制度のみの加入はできません。補償制度のパンフレットに添付の加入申

込票で直接申し込んでください（ＳＡＯを経由する必要はありません）

・ＳＡＪまたはＦＩＳ競技者登録の方の登録は、Ｗｅｂで承認した後、送金明細表（ｓｏｕｍｕ１）及

び必要な書類を８月２９日までにＳＡＯへ提出してください。（以後はＳＡＪ・ＦＩＳ競技者登録料が

変更となります）

・ＳＡＪまたはＦＩＳ競技者登録以外の方の登録は、Ｗｅｂで承認した後、送金明細表（ｓｏｕｍｕ１）

及び必要な書類をＳＡＯへ送付してください。（８月は２９日、１０月は５日締切）

・移籍の場合は、移籍先の所属団体で移籍登録を行い、移籍元では継続手続を行いません。移籍元の所

属は自動的に退会扱いとなります。

・コーチのみの場合の登録料は１０００円ですが旗門があれば０円となります。

・技術と運営の２つの資格を保有している場合の登録料は１０００円となります。
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・スキーとスノーボードの２つの資格を保有している場合の登録料は１０００円となります。

・競技者登録には昨年度登録時の学年が記載されています。必ず確認して修正の上、登録してください。

学年に誤りがあると高校選抜やチルドレン大会に出場できません。

・競技者登録後に情報の変更、修正がある場合は４月３０日までに「変更届」を提出してください。

・会員登録後に競技者登録を追加する場合はＷｅｂにて追加登録します。

（４）新規・移籍会員登録について

・昨年度会員登録をしていない方、昨年度暫定会員の登録を行った方、加盟団体や所属団体を移籍して

きた方の登録を行います。

・会員登録に併せて新規又は移籍によりＳＡＪ及びＦＩＳの競技者登録を行う場合は８月２９日までに

ＳＡＯへ提出してください。（以降は競技者登録料が変更となります）

・ＳＡＪまたはＦＩＳ競技者登録以外の方の登録は、必要な事項を入力し承認した後、送金明細表（ｓ

ｏｕｍｕ１）及び必要な書類をＳＡＯへ送付してください。（８月は２９日、１０月は５日締切）

・暫定会員の登録は新規会員登録となります。暫定会員番号を記入してください。登録料は同じです。

■スキー補償制度

・会員登録と併せて加入手続きを行う場合はＷｅｂでの申込みとなりますので、スキー補償制度加入依

頼書の提出は不要です。

・会員登録表提出後又は会員登録後に補償制度のみを追加される場合は、スキー補償制度加入依頼書に

より保険会社に直接申込みとなります。（ＳＡＯを経由する必要はありません）

・インストラクターは、講習等により個人が収入を得ている場合が該当します。

・スキー・スノーボード競技選手はスキー・スノボ競技選手又はパトロールの有資格者以外の補償制度

には加入できません。

・有資格者補償制度はスキー指導者、スノーボード指導者、公認スポーツ指導者制度スキー指導者、競

技資格者（旗門員も含む）が対象となります。一般会員の補償区分①②には加入できません。

・パトロール賠償補償制度は公認・ドクターパトロールが対象となります。

・補償区分の「プロ」はスキー・スノーボードの指導又は競技を職業又は職務として行っている会員及

びスキー学校教師が対象となります。

■ＳＡＪ競技登録者のための選手宣誓書、ＦＩＳ選手宣誓書

・新規にＳＡＪ又はＦＩＳ競技者登録を行う場合は会員登録表に併せて提出します。

・ＦＩＳ選手宣誓書はＦＩＳ競技者登録を更新する場合に提出します。（毎年）

・宣誓書は競技種目ごとに必要です。よって２種目に登録をする場合は２枚（競技者番号が異なる）必

要となります。

・そのシーズン（年度）の１月１日時点での未成年者（２０歳未満）は保護者の同意が必要です。

・ＳＡＪ競技者宣誓書の宣誓年月日及び同意年月日に生年月日を記入している場合があります。また続

柄は選手から見た続柄になりますので注意してください。

・ＳＡＪ選手宣誓書は更新する場合の提出は不要ですが、会員継続が途絶えて再登録した場合には提出

が必要となります。

・提出方法は成年の場合はＷｅｂでの登録、未成年の場合はＷｅｂに保護者の同意を得た様式をアップ

ロードします。
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■未成年ドーピング同意書

・未成年の方がＳＡＪ又はＦＩＳ競技者登録をする場合に該当します。なお、一度提出された方は２０

歳になるまで提出の必要はありません。

・記入の見本により所定の事項を記入します。

・会員登録表と併せてＷｅｂからデータをアップロードします。

■会員継続登録期間外移籍の申請書

・会員登録を完了している方が加盟団体又は所属団体を移籍する場合に該当します。なお、本年度の会

員登録前の移籍であれば新規移籍会員登録表にて手続きを行います。（有資格者を含む）

・ＳＡＪの受付は４月３０日までです。

・提出先はＳＡＯとなります。

■ＳＡＯ競技者ポイント登録申込書

・ＳＡＯ競技者登録をする場合は、本申込書に送金明細表を添付してＳＡＯへ送付してください。

・１１月１日以降は登録料金が変更となりますので注意してください。

■資格返上届

・同一資格カテゴリ内に複数の既得資格がある者がその中の一つの資格を返上する場合に届け出ます。

・本年度の資格登録を行った上で提出します。

・同一カテゴリ内に複数の既得資格がない場合は、会員登録表の各種資格欄の当該資格に×を記入すれ

ば本届け出は不要です。

・提出先はＳＡＯです（提出期限はありません）

■送金明細書（ｓｏｕｍｕ１）

・Ｗｅｂにて会員登録処理後、送金明細書（ｓｏｕｍｕ１）を必ず提出してください。

・送金明細書は当該年度の最新版を使用してください。毎年様式が変更されています。

・ＳＡＯ振込分について金融機関の振込明細書（写）を必ず添付してください。

・ＳＡＪへの支払い分をＳＡＯあてに振り込まないでください。

・送金明細書（ｓｏｕｍｕ１）は表の右欄に数字を入れると自動計算する仕組みになっています。手書

きをする場合は網掛けの枠にも記入してください。

■所属団体代表者等記入表

・昨年度の登録情報が掲載されています。

・変更のある場合は朱書きで訂正してください。

・代表者氏名、評議員氏名、事務担当者の氏名・郵便番号・住所・電話番号は「スキー岡山」に掲載し

ますのでご了承ください。

■会員証

・会員証の再発行は申請が必要となります。（再発行手数料１０００円 受付は 3月 20日まで）

・会員証には研修会又はクリニックの受講期限の年度と資格の停止経過年が記載されています。（資格の

喪失はありません）
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■事務処理方法について

種類 提出部数 事務処理方法 備考

①送金明細表（soumu1） 1 部 郵送又はＥメール

②振込明細表（写） 1部 郵送又はＥメール SAO への送金分のみ

③継続会員登録（競技者） Ｗｅｂ 承認処理期限 8/29

④継続会員登録 Ｗｅｂ 随時受付

⑤新規・移籍会員登録 Ｗｅｂ 新規 SAJ 競技者登録は 8/29

⑥ＳＡＪ競技登録者のための

選手宣誓
Ｗｅｂ 新規に SAJ 競技者登録をする場合

成年はＷｅｂ登録、未成年はデー

タをアップロード

⑦ＦＩＳ選手宣誓書 Ｗｅｂ FIS 登録を新規又は継続する場合

成年はＷｅｂ登録、未成年はデー

タをアップロード

⑧同意書（未成年ドーピング同

意書）
Ｗｅｂ 未成年者が SAJ 又は FIS 登録をす

る場合※データをアップロード

⑨ＳＡＪ会員登録証再発行 1部 郵送 再発行手数料 1000 円

⑩会員継続登録期間外移籍の

申請書
1部 郵送 所属団体長の押印

提出期限 4/30

⑪ＳＡＯ競技者ポイント登録

申込書
1部 郵送又はＥメール

⑫資格返上届 1部 郵送 個々の資格を返上する場合

所属団体長の押印

⑬所属団体代表者等記入表 1部 郵送又Ｅメール 変更の有無にかかわらず９月末ま

でに提出

⑭広告掲載申込書 1部 郵送 代表者の押印

・⑧は一度提出された方は１８歳になるまで提出は必要ありません。
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■ＳＡＪに送金する金額、ＳＡＯに送金する金額

１ ＳＡＪに送金する金額の内訳

会員登録区分 ＳＡＪ会員登録料 ＳＡＪ・ＦＩＳ

競技者登録料

各種資格

登録料

補償制度

一般 3,000円 3,000円

(6,000円)

FIS 5,000円

(15,000円)

1,000円 各種料金

大学生 3,000円

高校生 1,000円

中学生 0円

小学生以下 0円

（ ）内料金はＳＡＯ８月２８日受付分以降に適用

（１）有資格者

各種資格 年次登録料 備考

指導者（運営・技術指導者） 1,000円

コーチ（Ａ・Ｂ・Ｃ級コーチ） 1,000円 ＳＡＪ資格登録者は登録料不要

ＴＤ（各種公認技術代表） 1,000円

審判（各種公認審判員） 1,000円

審判（旗門・飛距離審判員） 不要 登録料不要

セッター（各種公認セッター） 1,000円

計算員（公認計算員） 1,000円

指導者（各種公認正・準指導者） 1,000円

検定員（各種公認検定員） 1,000円

パトロール（各種公認パトロール） 1,000円

（２）スキー補償制度及びスキー・スノーボード・パトロール賠償補償保険料

補償制度 保険料 備考

一般会員 ①スキーのみ補償 5,500円 有資格者・競技選手は加入不可

②スキー・ボード補償 10,100円
有資格者 ③スキーのみ補償 7,800円 競技選手加入不可

④スキー・ボード補償 11,800円 競技選手加入不可

賠償のみ

競技選手は加入不可
⑤スキー・ボード補償 2,000円

⑥パトロール賠償 2,000円
インストラ

クター
⑦スキーのみ 12,000円
⑧スキー・スノーボード 29,500円
⑨パトロール賠償 2,000円

競技選手

指導を職業

又は職務と

している者

⑩スキーのみ補償
9,500円 アマチュア

16,600円 プロ

⑪スキー・ボード補償
14,700円 アマチュア

34,000円 プロ

⑫パトロール賠償
34,000円 プロ

2,000円
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（３）競技者登録料ＳＡＯ８月２９日まで受付分

登録種別 競技者登録区分 ＳＡＪ競技者登録料 ＦＩＳ競技者登録料

新規

ジャンプ

3,000円 5,000円コンバインド

クロスカントリー

アルペン 3,000円 5,000円

フリースタイル 3,000円 5,000円

スノーボード 3,000円 5,000円

マスターズ 3,000円 0円

スピードスキー 3,000円 0円

更新

ジャンプ

3,000円 5,000円コンバインド

クロスカントリー

アルペン 3,000円 5,000円

フリースタイル 3,000円 5,000円

スノーボード 3,000円 5,000円

マスターズ 3,000円 0円

スピードスキー 3,000円 0円

（４）競技者登録料ＳＡＯ８月２９日以降受付分

登録種別 競技者登録区分 ＳＡＪ競技者登録料 ＦＩＳ競技者登録料

新規

ジャンプ

6,000円 15,000円コンバインド

クロスカントリー

アルペン 6,000円 15,000円

フリースタイル 6,000円 15,000円

スノーボード 6,000円 15,000円

マスターズ 6,000円 0円

スピードスキー 6,000円 0円

更新

ジャンプ

6,000円 15,000円コンバインド

クロスカントリー

アルペン 6,000円 15,000円

フリースタイル 6,000円 15,000円

スノーボード 6,000円 15,000円

マスターズ 6,000円 0円

スピードスキー 6,000円 0円



9

２ ＳＡＯに送金する金額の内訳

会員登録区分 ＳＡＯ

会員登録料

ＳＡＯ競技者

ﾎﾟｲﾝﾄ登録料

国体予選大会

参加料

クラブ年次

負担金

スキー岡山

会報広告料

一般 1,000円 1,000円

(2,000円)

各種料金

(各個人につき)

20,000円

（１クラブにつき）

各種料金

（１団体につき）大学生

高校生 500円

(1,000円)中学生

小学生以下

（１）国体予選大会参加料

大会種別 参加料

国体予選＋Ｂ級

ＧＳＬ成年男子Ｂ・Ｃ・成年女子Ｂ 7,500

ＧＳＬ成年（上記を除く） 6,500

ＧＳＬ少年 6,000

ノルディック成年 7,500

ノルディック少年 7,000

Ｂ級のみ

ＧＳＬ成年・少年 4,000

ノルディック成年・少年 3,500

国体予選のみ

ＧＳＬ・ノルディック成年 4,000

ノルディック成年・少年フリー 4,000

ＧＳＬ・ノルディック少年（上記を除く） 3,500

西日本小学生大会

アルペン 2,000

クロス 2,000

■岡山県スキー連盟事務局

所在地 〒700-0823 岡山市北区丸の内２－７－９ 亀山ビル３階

電 話 086-801-9090 ＦＡＸ 086-901-9191

Email: info2007@ski-okayama.com

業 務 毎週火曜日、金曜日 １８時～２０時頃

上記以外の曜日で連絡等が必要な場合はメールが確実です

mailto:info2007@ski-okayama.com

